
平山郁夫 シルクロードの軌跡
－人類の遺産にかけた画家の人生－

日本文化の源流を求めて、ユーラシア大陸を縦
横に旅した日本画家・平山郁夫氏。その偉大な
る軌跡をたどる本格的な展示は九州初の開催
です。シルクロードを経由してヘレニズム文化が
東へ浸透し、さらにはわが国にまで仏教が伝来
してきた様子を、関連美術作品と現地を描いた
平山氏の作品とあわせてご紹介します。

世界的にも著名な横河コ
レクションの中国陶磁器
から選りすぐりの名品が
ずらりと並びます。ぜひこ
の機会に、中国陶磁の壮
大な歴史と陶磁の「美」を
ご堪能ください。

近代医学の原点「解体新書」とその
原書「ターヘル・アナトミア」を九州で
初めてそろって公開。古代のまじない
や祈りに始まる日本医術の道のりを、
人形や土馬から近
世の蘭学に関する
貴重な史料の数々
でたどります。

中国陶磁名品展
横河民輔コレクション

仏堂を装飾する絹製幡の本体部
分。唐代中国仏教絵画の高い水準
をよく示しています。
唐・8世紀／中国、甘粛省敦煌莫高窟第
17窟（蔵経洞）／東京国立博物館所蔵

連珠円文の中に、再生・不死を象徴する猪頭を
数種類の色糸を用いた刺繍で表現しています。
6世紀／中央アジア、ソグド地方／山梨 平山郁夫シ
ルクロード美術館所蔵

赤地猪頭円文刺繍裂

 三彩貼花龍耳瓶

地蔵菩薩立像幡

特別展

文化
交流展
トピック展示 トピック展示

文化
交流展

日本医術のことはじめ
－まじないから解体新書まで－

4月24日（火）～6月17日（日）
 「古代から唐・宋・元時代のやきもの」

前 期

後 期

前 期

  
 白釉黒地白花牡丹文枕

前 期

唐・8世紀

磁州窯 北宋・12世紀

5月9日（水）～7月1日（日）
4階文化交流展示室 関連第11室

解体新書

ターヘル・アナトミア

※イベント及び展示の内容は都合により変更になる場合があります。予めご了承ください。 5月・6月のイベントは裏面へ続きます

江戸時代・安永３年
（１７７４）／東京医科
歯科大学図書館所蔵

オランダ／1734年／東
京医科歯科大学図書館
所蔵

一 般：420円（210円）
大学生：130円（70円）

※（ ）内は20名以上の団体料金です。※高校生以下、18歳未満及び満70歳以上の方は文化交流展無料。
※4／3～5／27は特別展「平山郁夫 シルクロードの軌跡」の半券でご覧いただけます。

観覧料

一般：1,300円（1,100円）高大生：1,000円（800円） 小中生：600円（400円）
※（ ）内は前売りおよび20名以上の団体料金です。※上記料金で九州国立博物館「文化交流展」もご覧いただけます。

6月20日（水）～9月2日（日）
「明・清時代のやきもの」

9：30～17：00（入館は16：30まで） 
※閉館時間は変更されることがあります

開館時間

休館日 月曜日 ※祝日・振替休日の場合は翌日

ひとがた ど   ば

教科書でおなじみの
「解体新書」が
やってくるよ！

５月  ６月 展示・イベントのご案内
２０１2年 

新

」 つ 行こ

4階文化交流展示室
関連第9・10室

4月3日（火）～5月27日（日）
3階特別展示室

※ゴールデンウィーク（4月28日～5月6日）は全日開館
※5月18日は「国際博物館の日」、文化交流展示室の無料観覧日です。
（特別展は有料）

七つの頭をもつ蛇神ナー
ガが自らの体を広げて傘
となり、仏陀を風雨から
守ったといわれています。
アンコール時代 12世紀／カ
ンボジア、アンコール・トム／
東京国立博物館所蔵

ナーガ上の仏陀坐像

観覧料
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【重要文化財】
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トピック展示関連イベント

九州国立博物館 050-5542-8600 NTT ハロー
ダイヤル http://www.kyuhaku.jp

お問い
合わせ

〒818-0118福岡県太宰府市石坂４－７－２

「平山郁夫 シルクロードの軌跡
－人類の遺産にかけた画家の人生－」

茶道初心者を対象に、九博茶室で開催するイベント

「中国陶磁名品展
横河民輔コレクション」

「日本医術のことはじめ―まじないから解体新書まで―」

担当研究員が展示作品の見どころをお話しします。ご希望の方は
当日、時間までにお集まりください。

5月11日（金） 6月1日（金） 
6月29日（金）
15：00～（30分程度）

【開催場所】4階文化交流展示室 関連第9・10室

中国陶磁の歴史と魅力を、最新の研究成果などをまじえてお話しい
たします。（全4回）❶「南北朝から唐のやきもの」講師：市元塁（当館研
究員）❷「宋・元のやきもの」講師：遠藤啓介（当館研究員）

中国陶磁史を究める！！
連続講座（前期）

【開催場所】研修室

【開催場所】ミュージアムホール

❶5月19日（土） ❷5月26日（土） 14：00～15：00

◆「九州における漢方の受容と進展」講師：米田該典（大阪大学大学院医学史
料室招聘教員）◆「日本における西洋医学の受容―レメリン解剖書と解体新
書―」講師：酒井シヅ（順天堂大学名誉教授・日本医史学会理事長）

①10：00～11：00
②11：30～12：30
③13：00～14：00

「シャボン玉」「七つの子」「アメージンググレース」など、さ
まざまな時代のさまざまな場所で生まれた音楽を独自に
アレンジしてお届けします。

5月20日（日） ①13：00～13：30 ②15：00～15：30

【開催場所】ミュージアムホール

茶道体験

「横河民輔コレクションの 
 中国陶磁とその魅力」

特 別
講演会

「日本医学史のなかの
 東洋と西洋」

講演会

〈文化交流展の観覧料は必要〉

無 料申込不要

無 料申込不要

〈定員各回50名〉

無 料申込不要

無 料申込不要
ジュニアガイド スタンプラリー
「きゅーはくでスタンプをあつめて
  地図を完成させよう！！」

館内の中継ポイントをめぐって“シルクロードの旅”を味わってみま
せんか。スタンプ台紙は１階エントランス総合案内で配布します。

4月21日（土）～5月27日（日）

第1回 ガムランワークショップ
～ジャワのガムラン演奏を体験～ 

ジャワのガムランを用いたワークショップを開催。実際にガム
ランの演奏を体験することで、楽器の造形の美しさ、その響き
の豊かさを五感で受け取り、合奏の楽しさを味わってください。

5月19日（土）13：30～15：30

第17回 親子で茶道体験

東京国立博物館で中国陶磁を専門とし、長年、横河コレクションに
接してこられた今井敦氏にその内容と魅力についてお話しいただきます。

5月12日（土） 14：00～15：30
【開催場所】ミュージアムホール

【開催場所】4階文化交流展示室 関連第11室

5月9日（水） 5月29日（火） 6月12日（火）
15：00～（30分程度）

担当研究員が展示作品の見どころをお話しします。ご希望の方は
当日、時間までにお集まりください。

茶道初心者の親子（子どもは小中高生）を対象とした茶道体験で
す。お茶のお点前（てまえ）を楽しみながら体験できます。

5月13日（日）

【開催場所】ミュージアムホール

〈定員280名〉

申込不要 無 料

〈文化交流展の観覧料は必要〉

無 料申込不要

イベントスケジュール6月   5月   

学芸員の話を
聞くチャンス！

中国陶磁に
もっとハマるかも

みんなで演奏
すると楽しい！

※イベント及び展示の内容は都合により変更になる場合があります。予めご了承ください。

5月13日（日） 13：30～17：30

きゅーはくミュージアムコンサート
～五月の空に～オカリナ＆ギター

茶道初心者（高校生以上）を対象とした茶道体験です。
お茶のお点前（てまえ）を楽しみながら体験できます。

第11回 はじめての茶道体験

5月20日（日）①10：00～11：00②13：00～14：00

【開催場所】茶室 【料金】1名500円【開催場所】茶室 【料金】親子1組（合計2名）500円

要申込
（先着順） 有 料

〈定員各回10名程度〉

有 料
要申込
（先着順）

〈定員各回5組10名程度〉

トピック展示関連イベント特別展関連イベント

コンサートワークショップ

ミュージアムトーク
学芸員による展示解説

お問い合わせ／九州国立博物館（NTTハローダイヤル）  （050）5542-8600

お問い合わせ／九州国立博物館（NTTハローダイヤル）  (050)5542-8600 お問い合わせ／九州国立博物館（NTTハローダイヤル）  （050）5542-8600

お問い合わせ／九州国立博物館交流課  （092）929-3602

お問い合わせ／九州国立博物館展示課  (092)929-3297

お問い合わせ／九州国立博物館（NTTハローダイヤル）  (050)5542-8600

ミュージアムトーク
学芸員による展示解説

〈定員28名 対象：小学生以上〉

要申込
（先着順） 無 料

酒井シ 先生は
ドラマ「JIN-仁-」の
医療指導・監修を
担当されました！

〈定員280名〉

申込不要 無 料


